
 

第 77 回学長定例記者会見 発表事項 2   

 

平成 28 年 7 月 25 日 
 

～イノベーティブに考え、行動できる人に向けて～ 

EDGE ひろしま アントレプレナーシップ プログラム 

第３期生募集（2016 年 10 月開始。受講費無料） 

 

本学では、文部科学省の「グローバルアントレプレナー促進事業(EDGEプログラ

ム)」の採択を受け、「EDGEひろしまアントレプレナーシッププログラム」を2014

年から実施しています。 

 

本プログラムは、イノベーティブに考え、行動するためのマインドセット、スキル

セットを有した「イノベーション人財の育成」を目指します。 

 

将来的に起業したい、企業で新規事業を起こしたい、研究シーズを活かした商品開

発をしたい、地域活動を開始したいなど、社会に新しい価値を創り出す希望を実現す

るにあたり、創造性を使い、みずから課題解決へ向けて具体化できるスキルや態度を

さらに身につけ、実行することが重要となります。 

 

受講生のみなさんが、力を伸ばして行く支えとして、「イノベーティブに考え、行

動するための“７つの力”」（「強靭力」、「決断力」、「問題発見・解決力」、「リ

スクマネジメント力」、「コミュニケーション力」、「挑戦力」および「学際力」）

を磨くよう目標を定めています。 

 

プログラムの実施内容は、起業化能力育成科目・トレーニング科目・実践研修科目、

国内外でのフィールドワークやインターンシップなどの構成となります。アイデアを

考える方法、リーダーシップ、社会課題の切り口の持ち方、ビジネスプラン作成を体

系的に学び実践する内容として提供しています。 

 

グループでイノベーティブに考えることの重要性が増す中、幅広い分野からの学生、

一般社会人の方の参加を募っています。教育、企業、行政からの人と知が出会い、対

話する学びの場を創る「集合プログラム」への参加、「フェニックス・アントレプレ

ナー・コンペ」における発表をもって修了証を授与します（単位・学位の授与ではあ

りません）。 

 

プログラムには、「一般コース」と「シーズコース」の2コースを設定しています。

「一般コース」は、本学学生、他大学学生、社会人を対象に、１０月に開講します。

「シーズコース」は、本学の研究シーズや科学技術を研究テーマとして扱う学部生と

大学院生を対象にしたもので、７月中旬から開講することとしており、既に募集を終

了しております。 

 
記 

 
＜一般コース＞ 

将来的に起業したい、企業で新規事業を起こしたい、商品開発をしたい、地域活動

を開始したいなど、社会に新しい価値を創り出すことを目指すみなさんが対象です。

課題発見・解決型ワークショップを通して、グループによる提案作りで、体験学習型

のトレーニングを実施します。また、個別のビジネスプラン作成、ブラッシュアップ

の支援もします。 



■応募資格  広島大学学生、他大学学生、一般社会人  

■募集人員  25名前後  

■審査方法   所定の用紙に志望動機などを記載し提出いただきます。原則、定員

に達し次第、募集を終了します。 

           
 

第３期「一般コース」にご関心のある方は、下記VBL Officeにお問い合わせの上、

担当との個別訪問をご予約ください。 

 

【お問い合わせ先】 

産学・地域連携センター新産業創出・教育部門 

ＶＢＬオフィス  

TEL:082-424-7880  FAX:082-424-7881 

 



 
自身の研究シーズや科学技術を社会に生かすアイデアを
磨いたり、試作品などを作ります。 

 

・課題発見・解決型ワークショップ 
・デザイン思考 
・Biz Pitch  企画立案支援 
・リーダーシップ 
・平和共存学 
・財務 
・経営シミュレーション他 
・「１ｓｔペンギンクラブ」として 
 さらにビジネススタートに向けて活動 

ひろしまアントレプレナーシッププログラム  
 

集まれ、ファースト・ペンギン！ 
     

文部科学省 グローバルアントレプレナー育成促進事業 

講義開催場所 ： 広島大学産学・地域連携センター新産業創出・教育部門ＶＢＬオフィス 
申込先・問い合わせ先 ： 広島大学産学・地域連携センター 
                 新産業創出・教育部門 ＶＢＬ Office   TEL:082-424-7880   
               e-mail：office@vbl.hiroshima-u.ac.jp  URL： http://www.hirodai-edge.jp/ 

ひろしまアントレプレナーシッププログラム 第３期  
プログラム期間 ： 2016年10月15日～2017年3月25日 

ファースト・ペンギンとは・・・ 
 
ペンギンは群れで行動します。彼らは空
腹になったとき、海に飛び込んで餌を取る
ことを考えますが、天敵のシャチやトドの
餌食になるリスクがあります。その時、最
初に海に飛び込み、海が安全であり、魚
が得られることを証明する最初のペンギ
ンを「1stペンギン」と言い、米国では、ベン
チャースピリットを持った人間の総称とさ
れています。成功の方程式なき現代社会
は、ファースト・ペンギンを求めています。 

 
将来的に起業したい、企業で新規事業を起こしたい、商品
開発したい人が対象で、アイデア発想法などを演習、実践
に活かせるようします 

海外研修、海外インターンシップ 
にも参加のチャンスあり。 

就活時のエントリーシートに表記
できる、修了証を発行します  定員３０名/受講費無料/社会人枠有 

 

一般コース 

シーズコース 

プログラムの一例 

Be creative ! 
Be innovative ! 

受講生募集中 

第３期生募集 

受講費無料 

 募集 終了 



※ 本コースは、以前「VBL研究員」として募集していたものです 

■応募資格 
広島大学の学生とします。理工農・医歯薬・生物系・人文 
社会系は問いませんが、理工農・医歯薬・生物系の研究 
シーズをベースとしたアイデアを持つ人が対象となります 

■募集人員： ４名 

■審査方法 
所定の用紙に活動計画ついて構想をまとめたものを提出 
してもらい、その後、ヒアリングと審査を行った上で決定し 
ます 

■応募資格  
  広島大学学生、および他大生、一般社会人 

■募集人員： ２５名程度 

■審査方法 
募集人員を超えた申し込みがあった場合、別途面接を行 
い、志望動機などをヒアリングする場合があります。原則、 
定員に達し次第、募集を終了します 

一般コース シーズコース（旧VBL研究員） 

・平和共存学 
・リーダーシップ論 
・イノ ベーション論 

・アントレプレナーシップ教育 
・VB経営者体験講義 他 

 

EDGEひろしまアントレプレナーシッププログラム 第３期生募集 

7月 
8月 
9月 
10月 プログラム開講 
11月  所定の集合プログラム＋ワークショップ準備 

12月 
1月 
2月 
3月 

個別の研究スタート 

★ 
★ 
★ 
★ 

★ 
★ 
★ 
★ 

フェニックス・アントレプレナーコンペ 

将来的に起業したい、企業で新規事業を起こしたい、研究シーズを活かした商品開発をしたい、社会に新しい価値を
創り出したい！みなさんは、こうした希望を持っていませんか？夢を実現する時、創造性を使い、みずから課題解決へ
向けて具体化できるスキルや態度が重要となります。こうしたニーズに応え、広島大学EDGE「ひろしまアントレプレナー
シッププログラム」は、アイデアを考える方法、リーダーシップ、社会課題の切り口、ビジネスプランを体系的に学び実践
する内容を提供しています。チームでイノベーティブに考えることの重要性が増す中、幅広い分野から学生、一般の方
の参加を募ります。教育、企業、行政が交差する学びの場を創り開催しています。集合プログラムへの参加、「フェニッ
クス・アントレプレナー・コンペ」における発表をもって修了証を授与します。（単位・学位の授与ではありません） 
ご関心のある方は、裏面に記載されているVBL Officeにお問い合わせの上、体験見学や個別訪問を ご予約ください。 

 

10月 
11月 
12月 
1月 
2月 
3月 

プログラム開講 
集合プログラム  月２回（土） 

★ 
★ 
★ 
★ 

★ 
★ 
★ 
★ 

フェニックス・アントレプレナーコンペ 
 

※８～９月にイベント開催予定 
※インターンシップ／フィールドワークは随時実施 

・ビジネスプラン 
・イノベーション 

リーダートレーニング 
・イノベーション・エコシステム 

・経営シミュレーションゲーム 他 

・課題発見・解決型 
ワークショップ 

・対話型イノベーション 
ワークショップ 

・課題発見型インターンシップ／ 
フィールドワーク 他 

起業化 
能力育成科目 

起業化 
トレーニング科目 

起業化 
実践型研修科目 

集合プログラム内容（例） 

イノベーティブに考え、行動できる人を目指す 

   募集 終了 
   



2016/6/16

NO 日程 時間 教室 講義名 所属 役職 講師

特任准教授 川瀨　真紀

EDGEプロジェクトマネージャー 佐々木　宏

2 14：15-15：45
イノベーション論

企業家精神とはなにか
一橋大学イノベーション研究センター 准教授 清水　洋

3 16：00-17：30
イノベーション論

オープンイノベーションとリーダーシップ
一橋大学イノベーション研究センター 准教授 清水　洋

4 12：30-14：00 アントレプレナーシップ教育 株式会社セルフウイング 代表取締役社長  平井　由紀子　

5 14：15-15：45 アントレプレナーシップ教育 株式会社セルフウイング 代表取締役社長  平井　由紀子　

6 16：00-17：30 イノベーティブに考え、行動する 広島大学産学・地域連携センター 特任准教授 川瀨　真紀

7 12：30-14：00
平和共存学

「平和」とは何か
広島大学平和科学研究センター 教授 川野　徳幸

8 14：15-15：45
平和共存学：

「フクシマ」の今、
そしてこれからの「フクシマ」を考える

広島大学平和科学研究センター 教授 川野　徳幸

9 16：00-17：30 チームビルディング 広島大学産学・地域連携センター EDGEプロジェクトマネージャー 佐々木　宏

10 12：30-14：00 VB体験講義 ルーチェサーチ株式会社 代表取締役社長 渡辺  豊

11 14：15-15：45

12 16：00-17：30

13 12：30-14：00 VB体験講義 株式会社広島クライオプリザベーションサービス 代表取締役　 島田  昌之

14 14：15-15：45

15 16：00-17：30

16 12月17日 10：00-17：00 VBL イノベーション・リーダートレーニング 広島大学産学・地域連携センター EDGEプロジェクトマネージャー 佐々木　宏

17 12月18日 10：00-17：00 VBL イノベーション・リーダートレーニング 広島大学産学・地域連携センター EDGEプロジェクトマネージャー 佐々木　宏

18 12：30-14：00

19 14：15-15：45

20 16：00-17：30

21 TBD 180分 VBL 企業経営：経営管理の基本問題とその歴史 広島大学大学院工学研究院 特任教授 伊藤　孝夫

22 TBD 180分 VBL
企業経営：利益の達成方法・損益分岐点分析

及び倫理
広島大学大学院工学研究院 特任教授 伊藤　孝夫

23 12：30-14：00
課題発見・解決型（PBL）ワークショップ　④

【ユーザーとのテスト準備】

24 14：15-15：45
フィールドワークの技法
【ユーザーとのテスト】

25 16：00-17：30
課題発見・解決型（PBL）ワークショップ　⑤

【リ・デザイン】

26 12：30-13：30 伝えること：　プレゼンテーション 広島大学高等教育研究開発センター 准教授 佐藤　万知

29 12：30-14：00 ビジネスプラン：企業会計の基本と企業分析 広島大学大学院工学研究院 特任教授 伊藤　孝夫

30 14：15-15：45 ビジネスプラン：資金運用と資金調達 広島大学大学院工学研究院 特任教授 伊藤　孝夫

広島大学大学院工学研究院 特任教授 伊藤　孝夫

広島大学産学・地域連携センター 特任准教授 川瀨　真紀

32 2月25日 9：00-17：00 経営シミュレーションゲーム　① 株式会社　経営開発協会 代表取締役社長 横山　弘実　他

33 2月26日 9：00-17：00 経営シミュレーションゲーム　② 株式会社　経営開発協会 代表取締役社長 横山　弘実　他

34 12：30-14：00 ビジネスプラン：生産性の改善方法と人間心理 広島大学大学院工学研究院 特任教授 伊藤　孝夫

35 14：15-15：45 ビジネスプラン：組織の構築と経営戦略 広島大学大学院工学研究院 特任教授 伊藤　孝夫

広島大学大学院工学研究院 特任教授 伊藤　孝夫

広島大学産学・地域連携センター 特任准教授 川瀨　真紀

37 12：30-14：00 イノベーション・エコシステム 広島大学産学・地域連携センター 特任教授 平見　尚隆

38 14：15-15：45

39 16：00-17：30

広島大学産学・地域連携センターWelcome ： キックオフ12：30-14：001

36

11月26日

12月10日
課題発見・解決型（PBL）ワークショップ　②

《 だれの、何を、どうしたい 》
【フォーカスを決める】

広島大学産学・地域連携センター

VBL

VBL

13：45-16：30

16：30-17：30

31

VBL

VBL

2017年
　（H 29

年）　1月
14日

VBL

16：00-17：30

起
業
化
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
科
目

起
業
化
実
践
型
研
修
科
目

3月11日 VBL

起
業
化
能
力
育
成
科
目

11月12日

2月18日

3月4日

第３期　【集合プログラムの内容】　６カ月プログラム

2016年
（H 28年）
10月15日

VBL

10月29日 VBL

VBL

課題発見・解決型（PBL）ワークショップ　①
【テーマを決める】

VBL

27

28

対話型イノベーションワークショップ　☆
実験室

【シーズのネタでワークショップ・ラボ】

プロジェクトベース型学修（PBL）
グループワーク

* プログラムについて一部変更する可能性がありますのでご了承ください。

（予定）　２０１７年３月２５日 ： フェニックス アントレプレナー コンペ

16：00-17：30 PBL　グループワーク

Ｎｅｘｔ　Ｓｔｅｐ ： 集合プログラム　まとめ 広島大学産学・地域連携センター 特任准教授  川瀨　真紀　

広島大学産学・地域連携センター 特任准教授 川瀨　真紀

特任准教授 川瀨  真紀

 川瀨　真紀　

EDGEプロジェクトマネージャー 佐々木　宏

川瀨　真紀

川瀨　真紀

広島大学産学・地域連携センター 特任准教授

広島大学産学・地域連携センター 特任准教授

課題発見・解決型（PBL）ワークショップ　③
《 だれの、何を、どうしたい、どのように 》

【解決策のアイデア（案）出し】

広島大学産学・地域連携センター

特任准教授

1月28日
TBD

【広島開催】

2月4日 VBL
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